
 

 

第８１号／２０２１．０５ 

  

栃木図書館｜こども読書週間 
「栃木図書館オリジナル読書ノートプレゼント」 

期間：４月２４日（土）～５月１２日（水）  

対象：小学生以下 

内容：来館した子どもたちに、ミッション付きの読書ノートを配布します。 

ミッションを達成できたら、おいしいしおりをプレゼント！ 

こども映画会「おしりたんてい  

      ププッ みはらしそうのかいじけん」 
日時：５月１５日（土） ①１４時～ ②１５時３０分～ 

場所：栃木図書館 ２階視聴覚室 

対象：未就学児～一般 

定員：１５名 

申込：不要、当日直接ご来館ください 

都賀図書館｜こどもの読書週間 

「ガチャガチャをまわせ！」 
期間：４月２３日（金）～５月１２日(水) 

場所：都賀図書館 １階貸出カウンター  

対象：幼児～小学生 

定員：先着１００名 

内容：期間中、本を借りるとスタッフ手作りのキーホルダー 

入りのガチャガチャを回すことが出来るよ！ 

図書リサイクル市（一般書・児童書） 
期間：４月２７日（火）～５月２３日（日） 

場所：都賀図書館 １階ロビー及び２階視聴覚室 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

５月上旬～ 

●「これ知ってる？」（一般向け） 

あれやこれやあんな事やそんな事、 

分からない事や知らない事を知るチャンスです。  

●「オオカミだーっ！」（児童向け） 

●「空に鳥を 鳥に空を」（児童向け） 

西方館  ５月上旬～  

●「子育て応援」（一般向け） 
●「のりものだいすき！」（児童向け） 

岩舟館  ５月上旬～ 

●「こんな時だから本で旅に行こう！」 

（一般向け）     

●「お散歩」（児童向け） 

栃木図書館 開催中 

●「THE ORIGINAL～原作本」（一般向け） 
ドラマや映画などの原作となった 

小説を集めました。 

●「勉強法」（YA向け） 

●「レッツ・スタート！」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年４月２０日発行 

藤岡図書館｜こどもの読書週間特別企画 

「ガチャっとチャンス！」 
期間：４月２４日（土）～５月９日(日) 

対象：小学生以下 

定員：約２００名（先着順） 

内容：１日１回の貸出でガチャガチャが回せるよ！ 

何が当たるかはお楽しみ！ 

全館共通｜移動図書館を利用してみよう！！ 

～市内の各図書館をあじさい号が巡回します。 

   たくさんの本を乗せたあじさい号をぜひ利用してみよう！！～ 

＜巡回日程＞ 

５月 １日（土） 西方／１０時３０分～１１時３０分・都賀／１３時～１４時 

５月 ２日（日） 藤岡／１０時３０分～１１時３０分・岩舟／１３時～１４時 

５月 ５日（水・祝） 大平／１０時３０分～１１時３０分・栃木／１３時～１４時 

※停車時間は、各館１時間を予定しています。 

 

※詳細・お申込は、最終ページ記載の各館連絡先まで。 

※掲載されているイベント・行事は、新型コロナ感染症拡大の状況等により、中止もしくは延期となることがございます。 

藤岡図書館  

５月上旬～ 

●「とちぎの魅力再発見！」（一般向け） 
栃木県はいいところがいっぱい！グルメや 

世界遺産など、様々な魅力を紹介します。 

開催中 

●「まんぷくごはん」（児童向け） 

都賀図書館  

４月上旬～  

●「春…お弁当祭り！」 （一般向け） 

新生活応援お弁当編！新生活を元気にする 

おいしいお弁当を今こそ大研究して 

みませんか？ 

●「いっしょに読もう、親と子の絵本」 

(児童向け)      



 

 

 

※著者名の隣に資料の所蔵先を表示しています。栃（栃木図書館）／大（大平図書館）／藤（藤岡図書館）／都（都賀図書館）／西（図書館西方館）／岩（図書館岩舟館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のおはなし会 

 

今月のスタッフおすすめ本 

◆栃木図書館◆ 

☆りんごの会 おへやでおはなしひろば 

５月８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「どろんこハリー」他 

５月２２日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「かかかかか」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：１階エントランス横 

☆出張えほんデビュー 

５月１１日（火）１１時～１１時３０分 

対象：幼稚園・保育園入園前の親子 

(親子 7組まで) 

場所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館(栃木市 

市民交流センター)内 1F交流スペース 

▽絵本の読み聞かせ・手遊び・かんたん工作他 

◆図書館岩舟館◆ 

☆スタッフによるおはなし会 

５月８日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「たけのこほりほり」他 

５月２２日(土)１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「おにぎりさんきょうだい」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

◆大平図書館◆ 

☆おはなししゃぼんだまの 

“絵本の読み聞かせ” 

５月１日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

５月１４日(金)・２８日(金) 

１０時３０分～１１時 

対象：幼児向け 

場所：１階児童クラブ室 

☆スタッフのおはなし会 

５月２３日（日）１１時～１１時２０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

場所：１階児童クラブ室 

◆藤岡図書館◆ 

☆ふじおかおはなし会 

『コロポックル』おはなし会 

５月１日（土）１４時～１４時３０分 

▽「こどもの日」に関する紙芝居 

  「げんきがでるよかしわもち」他 

５月１５日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ともだち」に関する紙芝居 

  「どろんこトート」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆おはなしボランティア 

「おはなし☆きらら」おはなし会 

５月２１日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「ちょう・生活・遊び」 

場所：児童書コーナー 

 

[おいしい「お茶」の教科書] 

大森正司//著 （栃・大・藤） 
 

日本茶・中国茶・紅茶・健康茶・ハー

ブティーをおいしく入れる方法やそれ

ぞれの効能・種類・歴史などを紹介し

ます。 

[茶聖] 

伊藤潤//著 （栃・大・藤・岩） 
 

「茶の湯」という一大文化を完成さ

せ、豊臣秀吉に仕えた千利休。彼は何

を目指し、企んでいたのか？謎めいた

心根と切腹の真相に迫る歴史大河ロマ

ン。 

[抹茶 BOOK] 

主婦の友社//編（栃・大・都） 
 

近年、世界的に注目されている抹茶。

あらためて知っておきたい抹茶の基本

とともに、抹茶の色や香りを手軽に楽

しむことができるスイーツや料理を紹

介。 

[茶柱が立つと縁起がいい] 

黒塚信一郎//著 （大） 
 

昔からの言い伝えを 49個厳選し、先人

たちの「よりよく生きるための叡智」を感

じてみよう。 

[茶席のきもの] 

市田ひろみ//著（西） 
 

四季折々の趣向のもとで楽しむ茶の湯

の会。初風炉、雨の日、朝茶事など 5

～10月のそれぞれの茶会にふさわし

いきものの着こなし方をきものの基礎

知識とともに紹介。 

[お茶が運ばれてくるまでは] 

時雨沢恵一//著（都） 
 

あなたは、一番好きなお茶を頼んで、

そして、この本を開きました。お茶が

運ばれてくるまでの本のひととき…。 

[よくわかる茶事] 

堀内宗心//著 （栃・藤） 
 

茶の湯の究極である茶事の流れがよく

わかる一冊。正午の茶事を風炉と炉、

それぞれの季節に分けて解説。カラー

写真と細かい説明で分かりやすい内容

になっている。 

[ちゃちゃっと茶漬け 150] 

お茶漬け作り隊//編（栃） 
 

残り物のおかずと、ご飯と、市販の出

汁と、お茶だけでできてしまう、おい

しいお茶漬けのレシピが 150も。暑い

時期でも食べられる冷茶漬けも紹介。 

今月のテーマは 

「お茶」 
ご存知でしたか？ 

５月２日は「緑茶の日」です。 

緑茶に限らず、お茶全般の 

おすすめ本を紹介します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆都賀図書館◆ 

☆おはなしボランティアたんぽぽおはなし会 

５月１５日（土）１４時～１４時３０分 

場所：都賀図書館 ２階視聴覚室 

内容：ペープサート「金のおの」 

    パネルシアター「おべんとうばこ」 

☆スタッフのおはなし会 

４月２５日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居「スカンククーのおなら」他 

場所：２階視聴覚室 
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栃木・大平・藤岡・都賀・西方・岩舟 新着図書のご案内 （一部をご紹介します。受入期間：３／６～４／５まで） 

※著者名の隣に資料の所蔵先を表示しています。栃（栃木図書館）／大（大平図書館）／藤（藤岡図書館）／都（都賀図書館）／西（図書館西方館）／岩（図書館岩舟館） 

栃木図書館 
 

☆りんごの会 おはなしひろば     

１０月１１日（土）１０時３０分～１１時▽「三びきのくま」 

１０月２５日（土）１０時３０分～１１時▽「ぽんぽん山の月」 

対象：幼児～小学校低学年 場所：２階視聴覚室 

☆えほんデビュー                  

１０月１８日（土）１１時～１１時３０分 

（毎月第３土曜日開催） 

対象：赤ちゃん～未就園児 場所：１階おやこルーム 

☆としょかん民話のひろば          

１０月１８日（土）１１時～ 

場所：２階視聴覚室   

主催：民話美寿々会とちぎ支部 

 ●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アクティベイター/冲方丁（栃・大・藤・岩） 

アンブレイカブル/柳広司（栃・大・藤・都・西） 

イグジット/相場英雄（栃・大・岩） 

オムニバス/誉田哲也（栃・大・都） 

おとぎカンパニー 妖怪編/田丸雅智（都・岩） 

愚か者（フリムン）の島/乾緑郎（栃・大・都・岩） 

境界線/中山七里（栃・藤・都・西・岩） 

恋に焦がれたブルー/宇山佳佑（大） 

ゴールデンタイムの消費期限/斜線堂有紀（都） 

国道食堂 ２ｎｄ ｓｅａｓｏｎ/小路幸也（大・藤・都・岩） 

コロナと潜水服/奥田英朗（栃・大・藤・岩） 

じい散歩/藤野千夜（栃・大・都・岩） 

十年後の恋/辻仁成（栃・大・都・岩） 

書医あづさの手控（クロニクル）/白戸満喜子（大・西・岩） 

商店街のジャンクション/村木美涼（大・都） 

天下一のへりくつ者/佐々木功（栃・大・岩） 

つまらない住宅地のすべての家/津村記久子（大） 

当確師十二歳の革命/真山仁（栃・大・藤・都・西・岩） 

猫がこなくなった/保坂和志（栃・大・西） 

野良犬の値段/百田尚樹（栃・大・藤・岩） 

ばあさんは１５歳/阿川佐和子（栃・大・藤・都・西・岩） 

ははのれんあい/窪美澄（栃・大・藤・岩） 

花束みたいな恋をした/坂元裕二（栃・都） 

ひとり旅日和 〔２〕/秋川滝美（栃・大・藤・都・岩） 

ヘルメースの審判/楡周平（栃・大・藤・岩） 

本日も晴天なり/梶よう子（大） 

睦家四姉妹図/藤谷治（大・都・岩） 

メイド・イン京都/藤岡陽子（大・岩） 

元彼の遺言状/新川帆立（栃・大・藤・都・西） 

湯どうふ牡丹雪/山本一力（栃・大・藤・都・西） 

料理なんて愛なんて/佐々木愛（都） 

私のカレーを食べてください/幸村しゅう（大・都・岩） 

赤いモレスキンの女/アントワーヌ・ローラン（大・藤・都） 

クララとお日さま/カズオ・イシグロ（大） 

はじまりの２４時間書店/ロビン・スローン（栃・岩） 

(文庫・新書)生きてこそ/小杉健治（栃） 

(文庫・新書)かなたの雲/中島久枝（栃） 

(文庫・新書)狐のちょうちん/佐々木裕一（都） 

(文庫・新書)空想居酒屋/島田雅彦（栃） 

(文庫・新書)就活のワナ/石渡嶺司（栃） 

(文庫・新書)商売繁盛/朝井まかて（栃・藤） 

(文庫・新書)猫まくら/泉ゆたか（都・岩） 

(文庫・新書)Ｂ級グルメで世界一周/東海林さだお（栃） 

(文庫・新書)姫のため息/佐々木裕一（都） 

(文庫・新書)みんなのナポリタン/山口恵以子（栃・岩） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
新しい「日本の歩き方」/山谷えり子（栃・都） 

考えごとしたい旅/益田ミリ（大・都・岩） 

世界に恋する旅時間/ＹＵＫＡ（藤） 

ただいま収蔵品整理中！/鷹取ゆう（大・都・岩） 

ニッポン巡礼/アレックス・カー（大） 

 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

一生折れない自信がつく話し方/青木仁志（栃） 

働く人を守る！職場六法/岩出誠（栃・都） 

３６５日ヒットのアイデア/ビジネスアイデア総研（大・都・岩） 

投資女子/深田彩乃（栃・藤） 

そのとき、「お金」で歴史が動いた/ホンチュヌク（栃） 

●健康・医学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

お手軽気血ごはん/瀬戸佳子（都・西・岩） 

男の便秘、女の便秘/前田孝文（栃・大） 

サイレントキラー/尾﨑聡（都） 

不調を知らせるカラダサイン図鑑/工藤孝文（藤・都・岩） 

むせる・せきこむをスッキリ改善！誤嚥性肺炎にならない 

３５の習慣/西山耕一郎（栃・藤・岩） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
極上のおうちラーメン/髙梨樹一（藤） 

野菜の恩返し/平野レミ（岩） 

ひとり事/キューライス（大・都・西・岩） 

ＨＳＣの子育てハッピーアドバイス/明橋大二（藤） 

立体刺繍の花と蝶々/ＰｉｅｎｉＳｉｅｎｉ（大） 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
美しい苔の庭/烏賀陽百合（大） 

砂漠の天使スナネコ/那須どうぶつ王国（大・都・西） 

日本の鉄道３６５日/櫻田純（岩） 

はじめよう！ソロキャンプ/森風美（都・岩） 

魅せる日本舞踊/二代目花柳壽應（大・藤） 

連作でよく育つ野菜づくり/木嶋利男（栃・大・都） 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
明日、学校へ行きたくない/茂木健一郎（栃・藤・都） 
あやとり大全集/野口とも（栃・岩） 
うさぎのモニカのケーキ屋さん/小手鞠るい（栃・大・藤・都・西） 
絵で見る統計/ミレイア・トリウス（栃・大・都・岩） 
女の子はどう生きるか/上野千鶴子（栃・大・都） 
こども般若心経/齋藤孝（栃・大・都） 
劇場版ポケットモンスターココ/田尻智（藤・都） 
自由帳みせて！/すずきこうせい（栃・大・藤・都・岩） 
ぜったいバレちゃいけません！/水無仙丸（大） 
ネムノキをきらないで/岩瀬成子（栃・大・都・岩） 
ベランダに手をふって/葉山エミ（大・都） 
ミクロのサイエンス/藤子・Ｆ・不二雄（栃・藤・岩） 

水とトイレがなかったら？/石崎洋司（栃・岩） 

（絵本）うまれたよ！ベニシジミ/新開孝（栃・大・藤・都・岩） 
（絵本）うーんうんうんちちゃん/渡辺朋（栃） 

（絵本）くつやさんとおばけ/いわさきさとこ（栃・大・藤・都・西） 
（絵本）どろぼうねこのおやぶんさん/小松申尚（大・藤・都・岩） 
（絵本）ねこのようしょくやさん/ＫＯＲＩＲＩ（栃・藤・都・西） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
青春の本棚/高見京子（栃・大） 
中高生からの防犯/武田信彦（栃・大・都） 
弱キャラ友崎くん Ｌｖ．９/屋久ユウキ（栃） 

ヨンケイ！！/天沢夏月（栃） 
忘れじのＫ/辻村七子（栃） 
私、能力は平均値でって言ったよね！１４/ＦＵＮＡ（栃） 
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今月の移動図書館 《お近くのステーションをご利用いただけます》 

市内６館のご案内 

 

栃木市栃木図書館 
〒328-0035 栃木市旭町 12-2 TEL.0282-22-3542 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週金曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市大平図書館 
〒329-4403 栃木市大平町蔵井 2026-6 TEL.0282-43-5234 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市藤岡図書館 
〒323-1104 栃木市藤岡町藤岡 816-4 TEL.0282-62-4889 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市都賀図書館 
〒328-0103 栃木市都賀町原宿 535 TEL.0282-28-0806 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市図書館西方館 
〒322-0606 栃木市西方町本城 1 TEL.0282-92-2512 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

発行者 栃木市図書館指定管理者│山本有三記念会＝ヴィアックス共同事業体 

市内の公立図書館は、ネットワークでつながっているので、どこの図書館でも１枚の貸出

カードで資料を借りることができ、資料の検索や予約、返却などを行うこともできます。 

栃木市図書館岩舟館 

〒329-4307 栃木市岩舟町静 2292-1 TEL.0282-54-1900 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

 

栃木市マスコットキャラクターとち介 

YouTube「とち介の学びチャンネル」内【あったかおうち時間】で、 

図書館スタッフが本を紹介しています。 

本選びのご参考にどうぞ。 

家庭教育動画（あったかおうち時間） 

配信のご案内 

 

QR コードからも 

アクセスできます 

5月3日 (月)

5月4日 (火)

5月5日 (水)

5月6日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 寺尾小学校 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

5月10日 (月) 大宮公民館 国府公民館 大塚団地公民館 星風会（ケアルネッサンス） 平川公民館 大宮市営住宅

5月11日 (火) 樋ノ口生協団地
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

（栃木市市民交流センター）
市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

5月12日 (水) 平井町（鈴木英彰氏宅） 新井町公民館 西方中学校 西部生きがいセンター

5月13日 (木) 藤岡第二中学校

5月17日 (月) 星風会（代官荘）

5月18日 (火) 小野寺小学校

5月19日 (水) 川原田団地 大町公民館

5月20日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 寺尾小学校 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

5月24日 (月) 大宮公民館 国府公民館 大塚団地公民館 星風会（ケアルネッサンス） 平川公民館 大宮市営住宅

5月25日 (火) 樋ノ口生協団地
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

（栃木市市民交流センター）
市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

5月26日 (水) 平井町（鈴木英彰氏宅） 新井町公民館 西方中学校 西部生きがいセンター

5月27日 (木) 部屋小学校

5月31日 (月) 星風会（代官荘）

※火曜日・水曜日・木曜日の巡回時間が一部異なるので、下記をご参照ください。

◆水曜日｜【西方小】10時15分～10時40分　【真名子小】13時15分～13時35分　【川原田団地】14時20分～14時50分　【西方中】12時50分～13時20分

◇木曜日｜【梅沢町】9時40分～10時10分　【寺尾小】10時10分～10時30分　【星野町直売所】11時20分～11時50分

◇木曜日　【藤岡二中】13時00分～13時30分（一般の方はご利用いただけません）【部屋小】13時10分～13時30分（一般の方はご利用いただけません）

□火曜日｜【小野寺小】13時00分～13時45分（一般の方はご利用いただけません）

祝日のため運休

西方小学校 真名子小学校

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年5月
◆土・日曜日、図書館休館日、祝日の運行はありません。

◆巡回時間は目安です。多少遅れることがありますのでご了承ください。

訪問日時 10時～10時30分 10時50分～11時20分 11時40分～12時10分 13時20分～13時50分 14時10分～14時40分 15時～15時30分


